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概要
インテル IT 部門が運営するデータセンター・サービスは工場のように統制のとれ
た変更管理を行い、革新的なテクノロジー、ソリューション、プロセスを導入して
います。このようにしてインテルのビジネス要件を効率的に満たしながら、社内カ
スタマー向けに効果的なデータセンター・インフラストラクチャー機能と革新的な
ビジネスサービスを提供しています。

これまでの投資と手法に基づき、このデータセンター戦略は 2010～2018 年の
間に 28 億米ドルを超えるコスト削減を実現しました。 

今後 3 年間でデータセンター戦略を拡張し、今後もデータセンター・インフラスト
ラクチャーの変革に取り組む計画です。これからもサーバー、ストレージ、ネットワ
ーク、インフラストラクチャー・ソフトウェアとデータセンター施設の革新的なテク
ノロジーを活用し、これまでにないレベルのサービス品質の実現とビジネス・アプ
リケーションの総保有コスト (TCO) 削減を図りながら、IT の運用効率を高めて環
境に対する責任を果たしていきます。 

革新的なテクノロジー、ソリューション、プロセスの導入によりインテルの事業を
効果的に推進
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実現の理由

44% の節約を達成
した分離サーバー
新規購入による更新と比較

40PB 高速ローカル SSD 
キャッシュでネットワーク・
トラフィックを縮小
インテル® SSD を使用

1 日で導入を可能に
したプロセスの変革
新規物理サーバーの導入

1 日間
236 倍に能力を高めた 
HPC 環境
80 倍の品質向上

億米ドルの
節U

SD28
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背景
インテル IT 部門が運営する 56 のデータセンターは最大受
電容量が合計 86 メガワット、約 289,000 台のサーバーが 
106,000 名を超える従業員のコンピューティング・ニーズを支
えています。1 インテルの基幹ビジネス部門である DOME (設
計、オフィス、製造、エンタープライズ) のビジネスニーズに対応
しながら、可能な限り効率よくデータセンターを運営すると同時
に、インテルの IT 部門は複数年にわたるデータセンターの発展
計画に取り組んでいます (図 1)。

1  2019 年 5 月時点のデータセンターとサーバーの数。「データセンター」の定義
について、インテルは IDC のデータセンター規模の分類による「サーバーおよび
その他インフラストラクチャー・コンポーネントを収容する 100 平方フィート以
上の室内空間」を使用しています。

インテル・データセンター：31 MW、3 万平方フィート：1.06 PUE

2010～2013 年
ビジネス機能
の変革

• Infrastructure as a Service 
の TCO 評価 (施設、サーバー、
ストレージ、ネットワーク、OS、
ミドルウェア/ソフトウェア機
能を含む)

• データセンター MOR を導入
して、最高の効率性と最小のコ
ストで達成可能なパフォーマ
ンスを推進

• ユニットコスト・モデルにより
改善目標を計画、同業他社や
外部クラウド・プロバイダーと
のベンチマーク評価

• パルス・ダッシュボードで 
Infrastructure-as-a-Service 
の容量と使用率の状況を包括
的に把握して、将来の計画と現
状の改善に活用

2013 年～
リソースとエネルギー
効率にフォーカス

• 革新的な分離サーバー・アーキ
テクチャーに刷新

• バッチ・コンピューティング能
力を 2 つのメガハブに集約

• 高周波数サーバーと最適なワ
ークロードを組み合わせたプ
ラットフォーム・ペアリング

• サーバーとリソースを一元管
理

• 旧式のウエハー製造施設をデ
ータセンターに転換

• スペース、処理、電力密度を最
適化したカスタムラック設計 

• 環境的持続可能性 — フリー
エア冷却または蒸発式冷却に
よるデータセンター冷却

• 最先端の電力密度と配電シス
テム

インテル IT 部門データセンター

戦略の進化

2006～2010 年
効率的な成長
への基盤

• DOME の事業に重点を
置いた投資

• サーバーとインフラスト
ラクチャーを積極的に更
新

• 仮想化とエンタープライ
ズ・プライベート・クラウド

• ストレージ最適化と IT の
持続可能性

2000～2006 年
標準化とコスト
管理

• データセンター・チームを
編成

• 設計環境の RISC 移行を
完了

• データセンター設計を標準
化

• データセンター統合を開始

2000 年以前
その場限りの統一
を欠く成長

• 一元化された戦略やオー
ナーシップがない

• インテル® アーキテクチ
ャーへの RISC 移行開始

• データセンターを構築し
て買収した企業をサポー
ト

• 調達と管理を分散化

億米ドルの

節約
データセンター戦略の進化

U
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図 1. インテルのデータセンター戦略は継続的な改善プロセス。
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処理環境の難問に挑戦する
かつては、データセンターの投資を IT インフラストラクチャー
の改善にあて、インテルの事業の効率的な成長の基盤とするこ
とに注力していました。効率的なデータセンターとシンプルな
インフラストラクチャーによりコストを節減しながら、エネルギ
ー消費と二酸化炭素の排出量を減らして、IT の持続可能性を
高めることが一番の目標でした。

この数年間で、データセンターのエネルギー消費と二酸化炭
素排出量を減らすと同時に、増加の一途をたどるデータセンタ
ー・リソースの需要に対応してきました。インテルでは年間増加
率を次のように予測していますが、これを超えることも考えら
れます。
• 処理能力の要件が 30～40% 増加
• ストレージのニーズが 35～50% 増加 
• ネットワーク容量の需要が 30～40% 増加 

サービスの提供に悪影響を与えることなくこれらの課題に対
応するため、サーバー、ストレージ、ネットワーク、施設刷新を
含むデータセンター投資のあらゆる分野で、多くの確立された
業界ベスト・プラクティスを開発して活用を続けています。こ
れらの手法については本文書の後半で詳しく説明しています
が、2010 年以降、28 億米ドルのコスト節減を達成しながら大
幅な成長をとげることができました。

ビジネスニーズにマッチするデータセンター 
投資
ワンサイズですべてに対応するアーキテクチャーは、インテル
独自のビジネス部門にとって最善ではないことが分かっていま
す。ビジネスリーダーとの密接な協力により、その要件を理解し
た上で投資対象に選んだのは、各ビジネス部門の具体的なニ
ーズに応える垂直統合型のアーキテクチャー・ソリューション
でした。

設計
設計エンジニアは毎週 1 億 6,600 万を超える高負
荷のバッチジョブを実行します。それぞれが完了する
までに数秒から数日を要します。さらに、対話式の設
計アプリケーションは、リモートサーバー上にホスト

されることで生じる大きな遅延の影響を受けます。そこで設計
計算データセンターの要件に対応できる処理能力とパフォー
マンスを実現するために、ハイパフォーマンス・コンピューティ
ング (HPC)、グリッド・コンピューティング、クラスター型のロー
カル・ワークステーション・コンピューティングなど、いくつかの
アプローチを試しました。2 高速のローカル・データ・キャッシュ・
ドライブにインテル® ソリッドステート・ドライブを使用し、シン
グルソケット・サーバーを採用したほか、専用アルゴリズムによ
り最も負荷がかかる設計でもパフォーマンスを高めました。 
さらに、これらの投資により、設計エンジニアは同じ処理能力 
で実行できるジョブが最大 49 パーセント増えました。これは、 
設計時間と市場投入までの時間の短縮を意味します。

設計エンジニアは設計データに頻繁かつ迅速にアクセスする
必要があることから、この環境では最もコストの安いストレー
ジ方式を選ぶわけにはいきません。そこで、クラスター化され
たより高性能なスケールアウト型ネットワーク接続ストレージ
と、HPC のニーズに応えるローカルストレージのキャッシュに
投資しました。データベースなどの具体的なニーズには、ストレ
ージ・エリア・ネットワークを採用しています。 

2 インテルは、半導体設計とテープアウトの処理にグリッド・コンピューティング
を採用しています。インテルの計算グリッドは数千の計算サーバーが相互接続
され、クラスタリング・ソフトウェアやジョブ管理ソフトウェアからアクセスされ
ます。さらに、インテルのテープアウト環境は HPC アプローチを採用し、サーバ
ー、ストレージ、ネットワーク、OS、アプリケーション、モニタリング機能といった
全主要コンポーネントをまとめて最適化することで、全体的なパフォーマンスと
信頼性、スループットを向上させています。インテルの HPC の詳細については、
「High-Performance Computing for Silicon Design」 (Intel Corp.、2015年
12月) をご覧ください。

「2010 年以降、28 億米ドルのコスト節
減を達成しながら大幅な成長をとげるこ

とができました。」

革新的な分離サーバ
ー・アーキテクチャー
CPU/DRAM と NIC/ドライブ
モジュールを他のサーバー・コ
ンポーネントから分離すること
で、他のコンポーネントを交換
せずに CPU やメモリーのみを
更新することが可能になりま
す。その結果、最新のテクノロジーを迅速に導入して、
設計エンジニアに届けることができます。 

 詳細:
• 本文書： Disaggregated Server Innovation 

Reduces TCO and TCE
• ホワイトペーパー：Disaggregated Servers Drive 

Data Center Efficiency and Innovation (英語)
• ブログ：Disaggregated Servers (英語)
• ビデオ：Mission - Green Computing (英語)

CPU + DRAM 
モジュール

I/O 
モジュール

CPU

DRAM

他のコンポー
ネント

分離サーバー
環境

https://pdfs.semanticscholar.org/24ed/e21927dc6398e30ea0ebf15daa5cc28b5e4c.pdf
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/disaggregated-server-architecture-drives-data-center-efficiency-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/disaggregated-server-architecture-drives-data-center-efficiency-paper.html
http://connectedsocialmedia.com/tag/disaggregated-server/
https://www.youtube.com/watch?v=LlSUzlKUVMU&list=PLQ_n1uG16HvQqSbyzfj3ApAcQe4cU356p
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製造
IT システムに 24 時間 365 日の可用性が要求され
るインテルの製造環境には、専用のデータセンター
が併設されています。この数年間は、データセンター

で壊滅的な障害が発生した場合でも施設の稼働を続けるため
の、頑強な事業継続プランの開発に大きな投資をしてきまし
た。その結果、2009 年以降はデータセンターに関連する施設
のダウンタイムがゼロに抑えられています。

当社の製造施設は、方法論に基づく実証済みのインフラスト
ラクチャー導入アプローチにより、高い信頼性と迅速な導入を
可能にしています。この「Copy-Exact（完璧なコピー）」方式は、
新しいソリューションを最初に 1 つの施設に導入し、導入が成
功したら他の施設にそっくりコピーするやり方です。この方法で
は、新しいプロセス・テクノロジーをサポートするインフラスト
ラクチャーの改善にかかる時間を短縮でき、インテル® 製品の
市場展開を加速することができます。Copy-Exact 方式により、
製造環境全体で新規プラットフォームとアプリケーションの導
入を迅速化し、13 週以内でのインフラストラクチャー導入とい
う目標を 95 パーセント達成することができました。このアプ
ローチなしでの達成率は 50 パーセント未満でした。 

オフィス/エンタープライズ
IT の俊敏性を高めてプライベート・エンタープラ
イズ・クラウド事業を加速するために、オンデマン
ドのセルフサービス・モデルを導入し、3 カ月要し

たサーバーのプロビジョニングをオンデマンドで行えるように
なりました。オフィスとエンタープライズのコンピューティング
環境は成熟レベルに到達し、コンテナー・テクノロジーの導入
を開始して、インフラストラクチャーとアプリケーションの管
理、ソフトウェア開発とテスト、スケーラブルなサービス提供で
の俊敏性向上を目指しています。

設計環境と異なり、オフィス/エンタープライズ環境では主に
ストレージ・エリア・ネットワークに依存しており、ネットワーク
接続ストレージはファイルベースのデータ共有に限定されて
います。

レコードのモデルを定義
インテルの変革的なデータセンター戦略は、工場のように統制
された変更管理により、データセンターと基盤となるすべての
インフラストラクチャーを運用することを目標としています。革
新的なテクノロジー、ソリューション、プロセスを効果的に管理
して利用することで、業界をリードしながら、加速し続けるイン
テルのビジネスのペースを維持できます。 

毎年のテクノロジー、ソリューション、プロセスの改善を受け
て、3 つの主要業績評価指標 (KPI) をもとにその年のレコード
のモデル (MOR) を定義します。これらの KPI には、達成可能
な最良のサービス品質 (QoS) とサービスレベル・アグリーメン
ト (SLA)、達成可能な最小単価、達成可能な最高のリソース使
用率が含まれます（後のセクションで詳述）。この KPI をもと
に、MOR の目標に近付けるよう投資の優先順位を決定してい
ます。次のページの図 2 のとおり、KPI のバランスを考慮しなが
ら毎年 MOR の目標に近づいています。

MOR の目標達成のために 5 つの主な戦術をとっています。
• 革新的なサーバー技術の採用 
• 階層型ストレージの導入
• 施設の効率アップ
• ネットワークの効率化
• 運用効率の改善

各戦術の詳細は、以降のセクションで詳しく説明します。

インテル IT 部門スーパー・コンピューター：Top 500 中 81 位 (2015)

 詳細:
• プレス記事：Inside Intel’s 610K Core EDA System (英語)
• Podcast：Intel IT: Update on Intel’s Data Center Strategy (英語)

http://www.enterprisetech.com/2013/11/19/inside-intels-610k-core-eda-system/
http://www.youtube.com/watch?v=HKx992Sx1gQ
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経済的価値の達成
新しいデータセンター投資モデルではイノベーションが奨励
され、大きなビジネス成果が得られています。インフラストラク
チャーを積極的に更新することで、2006 年から大幅なコスト
節減を達成しています。例えば、インテル® Xeon® プロセッサ
ー搭載のサーバーは、大きな経済価値を生み出しています。サ
ーバーとデータセンター・インフラストラクチャー全体の設備
投資と運用コストは、2006 年中ごろから 2019 年中ごろま
で概ね横ばいに推移していますが、実用的な電子設計自動化 
(EDA) のワークロードで測定したスループットは大幅に向上し
ています。クラウド・コンピューティング関連のテクノロジーの
採用、ネットワークの更新、IT の持続可能性の追求、データセ
ンターの統合により、さらなるコスト削減を実現しています。ま
た、インテルの基幹ビジネス部門 (DOME) を支える独自のソ
リューションを導入し、ビジネスの成長と機能の強化をサポー
トしてきました。 

新しいアプローチによるデータセンターのコスト計算と投資の
評価とともに、ビジネスニーズへの対応に注力を続けることで、
継続的なイノベーションのためのより大胆なアプローチを促進
するものと確信しています。こうした努力がインテル IT 部門の
ビジネスサービスの品質、スピード、効率性を改善し、ビジネス
の競争力を維持することにつながっています。詳細は「Results: 
Building on the Past, Building for the Future」をご覧くだ
さい。

KPI とゴールの定義
KPI はデータセンターの投資効果を測定するための手段です。
サービスのアウトプットは各ビジネス部門で異なるため、別個
に評価をします。データセンターの投資の決定においては、KPI 
を最適化しながらすべてのビジネス要件にバランスよく対応し
ます。

サービス品質
インテルは SLA に対し階層型アプローチを採用し、パフォー
マンス、稼働時間、平均修復時間、コストが各ビジネス部門に
与える影響に応じて調整します。この KPI の目標は、決められ
た階層レベルで SLA に対する特定のパフォーマンス要件を満
たすことにあります。例えば、ほとんどのミッション・クリティカ
ル・アプリケーションでは、重要度の低い階層 2 アプリケーシ
ョンに比べると、SLA に高いパフォーマンスの目標が設定され
ます。最終的な目標として IT サービス品質の確かな基準とな
るのは、IT の問題による業務への影響がゼロの状態です。

1 サービスユニットあたりのコスト
表 1 のように、ビジネス部門によって測定できるサービスユニ
ットは異なります。このユニットは、ビジネスユーザーが利用で
きる容量を表します。

表 1. 各ビジネス部門のサービスユニット

ファンクション サービスユニット

設計 1 EDA-MIPS あたりのコスト

オフィス/エンタープライズ 1 OS インスタンスあたりの
コスト

製造 1 統合型工場コンピューティ
ング環境あたりのコスト

求めるのは段階的な変化
ではなく変革

戦術 戦術革新的なサーバー
技術の採用

施設の
効率アップ

階層型ストレー
ジの導入

ネットワークの
効率化

運用効率
の改善

KPI方 法
 現在の能力
(レコードプラン)

達成可能な最高の能力 
(レコードのモデル)

時間

KP
I 対象範囲

事業構造を最適化し
て重要なビジネス部

門をサポート

OS/管理

サーバー

ネットワーク

ストレージ

人員

施設

インテル IT データセンター変革戦略
革新的なテクノロジー、ソリューション、プロセスを導入。工場のように統制のとれたデータセンター・

サービス運営により業界をリード。

サービス品質
 (サービスレベル・アグリーメント)

リソース
使用率 

ビジネス価値を最大化
する最適化のベクトル

階層 1 階層 3

+80% $
次の単価：
 サービスユニット

前年比10%

これからも
ギャップを埋める

図 2. インテルのデータセンター・インフラストラクチャーのビジネス価値を最大に高めるために、コンピューティング、ストレージ、ネ
ットワーク、施設の領域で部門主導のイノベーションを継続しつつ、KPI のバランスを取って MOR を達成する必要がある。

「新しいデータセンター投資モデルでは
イノベーションが奨励され、大きなビジネ

ス成果が得られています。」
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この KPI の目標は、データセンターのコスト効率を毎年 10 パ
ーセント向上させることです。これは必ずしも年ごとに支出を
減らすということではなく、コスト・パフォーマンスを高めると
いうことです。例えば、同数のサービスユニットについて支出を
減らすことや、同じ支出でサービスのアウトプットを増やすこと
などが考えられます。

効果的なリソース使用
新しいデータセンター戦略は、リソース使用に対する見方が大
きく変わっています。従来、IT 資産 (コンピューティング、ストレ
ージ、ネットワーク、施設) の使用率を測定する際に、どの程度
ビジーであるか、どの程度負荷がかかっているかで測定してい
ました。例えば、サーバーがその時のピーク容量の 90 パーセ
ントで稼働している場合、使用率は 90 パーセントとみなされ
ていました。使用可能なストレージの 80 パーセントが割り当
てられている場合、使用率は 80 パーセントです。 ところが現
在は、資産の実際のアウトプット、つまり有効使用率に注目し
ています。例えば、インテルの設計エンジニアが 100 万件の設
計ジョブを開始し、そのためにサーバーが非常にビジーになっ
たとします。十分なストレージがないためにジョブの 1/3 が途
中で終了したとすると、処理能力の有効使用率は低く、わずか 
66 パーセントとなります。あるいは、顧客が 10GB のストレー
ジのうちわずか 4GB しか使わず、残りの 6GB が無駄になって
いる場合、これは割り当て済みであっても有効使用率には含ま
れません。有効使用率の KPI の目標は、すべての IT 資産で 80 
パーセントの有効使用率を達成することです。

新しい投資モデルで大胆なイノベーションを
促進
インテルの製造環境で複数世代のプロセス技術について成功
が実証され、長期的に検証された手法に基づき、新しいデータ
センター投資決定モデルを導入しました。このモデルでは、現
在のデータセンターの機能を「達成可能な最良のモデル」と比
較することで、最も大きな効果をもたらす投資を可能にします。 

従来、インテルのデータセンター・プラニング・チームは、既存
の機能と資金を検討してレコードプランを作成していました。
この計画は、既存の機能を段階的に改善してきましたが、目標
は総保有コスト (TCO) を最小限に抑えて投資利益率 (ROI) を
プラスにすることでした。 

一方、MOR では、現在の環境における制約を無視した上で、ビ
ジネス目標を達成するために必要な最低限のリソースを見極
め、利用可能なテクノロジーによって最適な状態を確立するこ
とです。 

達成可能な最高のパフォーマンスの基準を設定することで、新
しいモデルにより以下のことが可能になります。

• 最高の ROI が得られる投資を決定する。

• 最適なデータセンター・ソリューションをあらゆるインフラス
トラクチャーで実現する、革新的なインフラストラクチャー・
テクノロジーとアプローチを用いることのメリットを見極め
る。

• データセンターの配置を決定する (統合、アップグレード、閉
鎖が考えられるデータセンターの特定を含む)。

新しいモデルは、特定の領域の限られた利用可能なリソースに
注目し、全体として最大の利益が得られるようにします。

テクノロジーは常に変化し、ピーク・パフォーマンスも変化しま
す。達成可能な最高のパフォーマンスは、イノベーションを通じ
て改善され続けます。目標に近い HPC 環境を実現してはいる
ものの、リソースに制約があるため、新しい投資モデルによって
設定した基準を実際に達成することが困難であることは理解
しています。ただし、このモデルによって現状と目標のギャップ
を知ることができます。その上で最もギャップが大きい機能を
特定できれば、最も価値の高い投資に予算を優先して割り当
てることができます。

新しいユニットコスト財務モデルの導入
インテルの財務モデルは、プロジェクトとコンポーネントをベ
ースとした会計モデルから、より包括的なユニットコスト計算
モデルへと発展しました。例えば、以前は「故障したら修理す
る」方式でデータセンターを改修していました。データセンタ
ーの施設またはその一部だけを個別にアップグレードし、プロ
ジェクトの費用と予想される ROI のみに注目して、サービスユ
ニットのアウトプットの影響について包括的に判断することは

新しいデータセンター投資モデルではイノベーションが奨励
され、大きなビジネス成果が得られています。

ギャップ
を埋める  現在の能力

(レコードプラン)

達成可能な最高の能力 
(レコードのモデル)

時間

KP
I これからも

ギャップを埋める

「有効使用率の KPI は、すべての IT 資産
で 80 パーセントの有効使用率の達成が

目標です。」
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ありませんでした。それに対して現在は、提供される1 サービス
ユニットあたりのデータセンター全体の累計コストをもとに、1 
サービスユニットあたりの TCO に注目しています。この累計コ
ストには、ビジネスサービスの提供に関連するすべてのコスト
要素が含まれます。現在、投資評価では、世界中のすべてのデ
ータセンターが対象となっています。

図 3 のように、考慮されるコストには 6 つの主なカテゴリーが
あります (人員、施設、サーバー、OS と管理性、ストレージとバ
ックアップ/リカバリー、ネットワーク)。これらのコストを加算
し、その環境の適切なサービスユニットの総数で割ると、1 サー
ビスユニットあたりのコストを算出できます。

サービスベースのユニットコスト計算により、当部門のベンチ
マーク評価と、データセンター投資の優先順位の判断が可能
になります。また、サービスベースのユニットコストを算出する
ことで、個々のデータセンターのパフォーマンスを測定して相
互に比較することも可能になります。それにより、パフォーマン

スが最適でないデータセンターを特定して、アップグレードす
るか統合するかを判断することができます。

新しいユニットベースのコストモデルを紹介するため、図 4 で
設計のコストデータとオフィス/エンタープライズのコストデー
タを比較しました。人員のカテゴリーはともにコスト合計が同
じ割合になっていますが、設計では、オフィス/エンタープライ
ズに比べ、サーバーが重要なコスト要因になっています。各環
境の正確なユニットコストとその内訳を知ることで、コスト効
率と ROI に最大の効果をもたらす最適化されたソリューショ
ンをそれぞれの環境ごとに開発できます。 

2018 年ユニットベースの IaaS コスト

人員 施設 サーバー OS/管理 ストレージ/BaR ネットワーク

18%

12%

17%

29%

15%

9%
39%

16%

18%
7%

19%

+1%

設計
オフィス

/エンタープライズデータセンターのコストカテゴリー合計
サービスユニットのコストを決定

DOME 固有のサービスユニット合計

 +  + 

 + 
ネット
ワーク

人員
 +  + 

サーバー
 + 

施設 OS/
管理

 + 
ストレージ

/BaR

設計 製造 オフィス/
エンタープライズ

÷

図 3. あらゆるカテゴリーのコストを考慮し、設計環境の  
EDA-MIPS やオフィス/エンタープライズの OS インスタンス
など、その環境のユニット数で割ってデータセンターのユニッ
トコストを求めます。

図 4. ユニットコストの合計とビジネス環境ごとの個々のコス
トカテゴリーの数値を知ることで最もコストを抑えられる IT 
投資が選択可能。

インテル IT データセンター・ダッシュボード 
世界に広がるインテルのデータセンター・ネットワークを適切に監視して
管理するために開発、導入されたのが統合型のインテル IT データセンタ
ー・ダッシュボードです。このダッシュボードはインテルの製造環境で使用
されるダッシュボードをモデルにしています。

現状と最適化の機会に注目することで、主要業績評価指標 (KPI) を監視
できるようになります。そのため、データセンター戦略の目標と足並みの
合った全般的な改善につなげることができます。

例えば、電子設計自動化の有意パフォーマンス指数 (EDA-MIPS)、ロー
ストレージと使用済みストレージの容量、施設の面積、電力、冷却など、複
数のデータセンター・リソースの有効使用率についてのレポートを作成
できます。 

ビジネス部門やデータセンター別に統計が得られ、複数のデータセンタ
ーで KPI やメトリクスを比較するのに使用できます。次の図はダッシュボードのサンプルです。 

設計環境

100%

75%

50%

82.1%

25%

0%

MIPS 有効使用率
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成果：過去を基盤に将来を構築
このセクションでは、この数年間でデータセンター戦略がもた
らした改善点とコスト節約について詳しく説明します。これに
は、革新的なサーバー技術の採用、階層型ストレージの導入、
施設の効率アップ、ネットワークの効率化、運用効率の改善の 
5 つの主要な戦術が用いられました。基盤となるのはこれまで
の成功です。このため、累積的な成果がある一方、MOR 戦略の
直接の成果として過去 3 年間で達成されたものもあります。改
良されたデータセンター戦略は、インテルの顧客、製品、買収
した企業の発展を支えるとともに、インテル・ビジネス・グルー
プに提供するサービスの品質、スピード、効率性を向上させる
ことができます。

これまでにデータセンターのパフォーマンスを大幅に高め、コ
ストを節約しています (表 2)。 

表 2. データセンター機能の改善 (2003～2018 年)

データセンター全般

• データセンターの総設置面積を縮小
• ストレージとネットワーク全般の手法を改善 
• データセンター施設の効率性を向上

設計環境

• 分離サーバーの導入
• 設計環境のコンピューティングとストレージを効率化
• 第 5 世代ハイパフォーマンス・コンピューティング (HPC)
• NUMA-Booster による 設計スループットの向上
• インテル® SSD で設計のスループットを高速化

オフィス/エンタープライズ環境

• オフィス/エンタープライズ環境のコンピューティングとストレージ
を効率化

分離サーバー・アーキテクチャーの概要 
下図のように、インテル IT 部門が開発した分離サーバー・アーキテクチャーは、2005 年に導入されたブレードサーバー以
来となるメジャーなサーバー革新技術で、マザーボード上の CPU/DRAM モジュールと NIC/ドライブモジュールが分離さ
れています。サーバーをモジュール式に再設計することで、まだ使える他のコンポーネント (ファン、電源、ケーブル、ネット
ワーク・スイッチ、ドライブ、アドオンモジュール/アクセラレーター、シャーシなど) を残して CPU/DRAM モジュールのみを
アップグレードできます。

分離サーバー・アーキテクチャーの特徴として、CPU/DRAM モジュールと NIC/ドライブモジュールをそれぞれ独立して、
他のサーバー・コンポーネントと別に更新ができる点があげられます。

分離型の設計には次のメリットがあります。
• コンポーネントをすべて新品に交換する必要がない。
• OS の再インストールが不要。
• 更新にかかる費用を 44 パーセント以上削減。

• 技術者が更新に要する時間を 77 パーセント短縮。
• 配送する資材の重量を 82 パーセント軽量化。 

1 ソケット分離サーバーの例

2 ソケット分離サーバーの例

CPU + DRAM 
モジュール

アクセラレ
ーター

モジュール
I/O
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アクセラレーター
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モジュール

アクセラレーター

I/O モジュール

CPU + DRAM 
モジュール
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I/O モジュール

ネットワーク
・スイッチ

ネットワーク
・スイッチ

シャーシ
・マネージャー
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ファン

ファン
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供給

電力
供給

電力
供給

電力
供給

CPU + DRAM モジュール I/O モジュール

CPU + DRAM モジュール I/O モジュール

CPU + DRAM モジュール I/O モジュール
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分離サーバーの刷新により TCO/TCE を削減
MOR のゴールを達成するための第一の戦術が革新的なサー
バー・テクノロジーの採用です。このために、データセンター全
体に分離サーバーの導入を進めています。電球を省エネタイ
プやもっと明るいものに替えるためだけに照明器具を丸ごと
交換するのはあまり意味がありません。同じように、高性能な 
CPU や DRAM に交換するためにサーバー全体を交換する必
要もありません。 

分離サーバー・アーキテクチャーは、世界のデータセンターに
おけるサーバー更新のあり方を大きく変える可能性がありま
す。更新費用を大幅に節約し (図 5)、最新のコンピューター・テ
クノロジーを迅速に導入することが可能になります。このテク
ノロジーはすでにカリフォルニア州サンタクララのインテル・
データセンターに採用され、世界最高水準の電力使用効率 
(PUE) 1.06 を達成しています。 

サーバーの更新にかかる時間とコストを減らせるので、より迅
速な更新が可能になり、最高性能のインテル® Xeon® プロセッ
サー搭載テクノロジーをデータセンターに導入できます。デー
タセンターの効率性を大きく高め、半導体設計業務をより効率
的に推進できたことは喜ばしい限りです。これまでに、複数世
代のインテル® Xeon® プロセッサーを搭載した 126,000 台の
分離サーバーを導入しています。 

更新コストは、新規調達 (破棄して交換) による更新よりも 44 
パーセント低く TCO が抑えられ、プロビジョニング時間を 77 
パーセント短縮するほか、配送コストも節約できます。資材の
出荷重量を 82 パーセント減らすことで総環境コスト (TCE) も
抑えられ、電子機器の廃棄物を大幅に削減できました。

階層型ストレージとその他ストレージ技術の
導入
設計環境の効果的な活用に重点的に注力した結果、45 パー
セント未満だったリソース使用率は 70 パーセントを超え、目
標は 80 パーセントへと引き上げられました。 

階層型ストレージは MOR の目標を達成するための基盤です。
ストレージへの 4 階層のアプローチにより、ストレージリソー
スをより効果的に活用し、SLA に対するパフォーマンス向上さ
せて、設計環境のストレージの TCO を削減することができまし
た。設計環境のストレージサーバーの階層は、パフォーマンス、
容量、コストによって決まります。階層 1 サーバーには最高の
パフォーマンスが求められ、ストレージ容量は最小です。階層 
2 サーバーは中程度のパフォーマンスながら、ストレージの容
量は大きくなります。階層 3 サーバーは、パフォーマンスは下
がりますが、容量が重視されます。階層 4 サーバーは最大容量
を備えていますが、アクセス頻度の少ない読み取り専用のアー
カイブデータに使用されます。データセンターの処理規模を考
慮しながら戦略を更新し、それぞれの階層に必要なパフォーマ
ンス・レベルを決めることで、品質、SLA、コスト目標を達成する
ための能力が向上しました。

さらに効率性を高めてコストを節約するために、他にもいくつ
かのストレージ技術を導入しました。

• スケールアウト型ストレージ：断片化されたスケールアップ
型ストレージモデルから、プールド・スケールアウト型ストレ
ージモデルへ戦略的移行を果たしました。スケールアウト型
ストレージはオンデマンドで要求されるパフォーマンスと容
量への対応に優れています。さらに、透過的なデータ移行機
能を使用できるので、重複排除や圧縮などの効率化テクノロ
ジーによって解放した容量をより効果的に活用できます。読
み取り専用のストレージエリアにオンデマンドのストレージ
拡張を実行していますが、これは極めて高いアクセス速度が
要求されます。また、ハイパフォーマンス共有スクラッチスペ
ースを有効にすることで、超大型 EDA 処理環境の要求にも
対応できます。

• ストレージ更新サイクル：パフォーマンス向上とコスト節減
のために、効率性に基づく更新サイクルを導入しました。その
結果、パフォーマンスと電力効率に優れたストレージサーバ
ーを活用できるようになり、設備投資と経費の両方が削減で
きます。例えば、電力効率に優れたサーバーによりデータセ
ンターの電力使用が減らせます。複数の古いサーバーを1 台
の強力なサーバーに置き換えることで、データセンターの設
置面積を縮小すると同時に、1TB あたりのコストを今までと
同等またはそれ以下に抑え、優れたパフォーマンスを顧客に
提供できます。

• データ削減：新しいストレージの導入により会社の成長を支
え、適時更新をすることで最新世代のインテル® Xeon® プロ
セッサーを使用できるようになります。Xeon® プロセッサー
により、データ重複排除や圧縮のための処理能力が得られ、

更新時の節約例
14 ブレード の 3U シャーシ

44% 更新時
の節約

更新時の節約 ++

0% 節約
新規購入
破棄して交換：3U シャーシと 14 ブレード

CPU + DRAM のみ更新 
CPU と DRAM のみ交換

ブレードのみ更新
ネットワーク・スイッチ、電源、
ファン搭載シャーシはそのまま

–

14 倍

図 5. 分離サーバーは CPU/DRAM の更新により新規調達に
よる更新よりも 44 パーセント以上コストを節約。インテル® 
社内テスト (2017 年 3 月) に基づく。
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プライマリー・ストレージ・サーバーの容量を 61PB 以上節
約できる環境をユーザーに提供しています。引き続き社内の
設計チームと密接に連携して設計フローを最適化し、データ
の増加率と IOPS 要件を抑えながら、使用状況に応じて割り
当てを動的に調整し、容量のオーバーアロケーションを行い
ます。

施設の効率アップ
新しい投資モデルをもとに、現在のデータセンターの数と必要
な数を評価しました。次の手法を用いることで、データセンター
数を減らせることがわかっています。
• データセンターの閉鎖、改修、再分類と効率性の向上。
• ローカルのインフラストラクチャーと同じ場所に設計および

製造部門のデータセンターを設置、またはサーバールームか
らサービスを提供。

• ローカルのインフラストラクチャー・サイトをリモートで 
管理。

• 戦略的投資により施設の電力効率を向上。

2011 年以降、効率の悪い 32 のデータセンターを対象に 
61,770 平方フィートを縮小し、23,609 平方フィートのスペー
スを低コストのインフラストラクチャー・ルームに転換すること
で、年間 2,545 万米ドルを節約しました。

図 6 は、2003～2019 年のデータセンター施設の統合状況を
示しています。施設の総面積を 30 パーセント縮小し、データセ
ンター数を 152 から 56 に減らしました。同時に、処理能力を
向上させ、受電容量は 7 年間で 50 MW から 86 MW へと 72 
パーセント向上しました。2012～2018 年までに、業界の標準
的なデータセンターと比べて 5 億 4,600万キロワット時を節
約しています。

進化するインテル® のデータセンター
密度を高めながら PUE を縮小
インテル® IT 部門は常にデータセンター設計の改良に
取り組み、密度と効率性を向上させています。1990 年
代からインテルのデータセンターは 3 つの世代を経て
進化してきました。
• 第 1 世代 (1990 年代)：天井からの強制空冷式で、

高温と低温のエアを分離しない初期のデータセンタ
ー。42U ラックを設置、電力消費は 5 キロワットに
達し、PUE (Power Usage Effectiveness) は 2.0 を
超えた。ラック列の末端から冷気を導入するタイプの
データセンターは PUE が 1.40 程度。

• 第 2 世代 (2000 年代初期～中期)：高床式の強制
冷却方式または高温と低温のエアの分離 (チムニー
ラックなど) 。サーバー密度は 42U を維持。ラックの
電力消費は 30 キロワットに上り PUE は約 1.18 に
改善。

• 第 3 世代 (2013 年以降)：最新のデータセンター
はフリーエア冷却または密結合の蒸発冷却方式に
より業界最高水準の PUE 1.06 を達成。ラック密度
は 60U でラックあたりの消費電力は最大 43 キロ
ワット。 

 詳細:
• ホワイトペーパー：Extremely Energy-Efficient 

High-Density Data Centers (英語)

図 6. この数年でコンピューティングとストレージリソースの
需要が拡大する中で、データセンター設置面積を 30 パーセ
ント縮小しながら電力密度と容量を拡大。

30% 
データセンター面積
の縮小 (2003 年～)

2003～2019 データセンター

152 136
91 68 60 56

50MW

64MW

86MW

2003 2005 2011 2012 2016 2019

482,000 
平方フィート 466,000

446,000 419,000

350,000
337,000 
平方フ
ィート

72% 
受電容量の拡大
(2012 年～)

面積 受電容量の拡大 データセンター全体

「2012～2018 年までに、業界標準のデ
ータセンターと比べて 5 億 4,600万キロ

ワット時を節約しています。」

第 3 世代：密結合の蒸発冷却式ホットアイル。 
60U ラック、最大 43 KW/ラック、最大 280 の分

離サーバー (ラック) を収容。

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/best-practices/intel-it-extremely-energy-efficient-high-density-data-centers-paper.pdf
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/best-practices/intel-it-extremely-energy-efficient-high-density-data-centers-paper.pdf
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ネットワークの効率化
IT 部門は 2010 年、データセンターの成長によるインテルの
ネットワークに対する需要増加に対応するため、データセンタ
ーのネットワーク・アーキテクチャーの転換に着手しました。古
い低速接続では拡大するビジネス要件をサポートできなくなっ
たため、複数の 100 メガビット/秒接続と 1 ギガビット・イーサ
ネット (GbE) の接続を 10GbE 接続に変更しました。現在は、
規模と容量のニーズに対応するため、ユースケースに応じて 
40GbE と 100GbE への移行を進めています。 

導入済みの 10GbE ポートは 128,756 を超えています。新し
い 10GbE データセンターのファブリック・デザインは、現在 
30 パーセントを超える年間のネットワーク容量の拡大に対応
が可能です。特にビジネス価値のあるユースケースでは、すで
に 40GbE と 100GbE ポートを導入済みです。さらに、トラフィ
ックの増加に対応できるように、複数の 100GbE インタースイ
ッチ・リンクへの移行を進めています。

ネットワーク容量の拡大に加え、ネットワーク・ポートの使用率
も過去 9 年間で 40 パーセントから 70 パーセント (1.75 倍) 
に向上しています。使用率の向上により、ポートを追加すること
なく容量の需要拡大に対応できるようになります。図 7 はデー
タセンター・ネットワークのポート導入の増加を、図 8 はポー
ト使用率の継続的な向上を示しています。

インテルはデータセンターの安定性にも力を入れています。こ
れまでにレイヤー 2 ベースのテクノロジーを導入した大規模
なネットワークを使用していましたが、現在は レイヤー 3 ベー
スのネットワークに移行を進めています。新しいアーキテクチ
ャーは、プライマリー・パスとセカンダリー・パスで使用可能な
帯域幅をすべて同時に使用することができます。このためネッ
トワーク容量の使用率がさらに向上します。また、スパニング
ツリー・プロトコルもデータセンターから排除できます。このプ
ロトコルは大規模なネットワークには適していません。レイヤ
ー 3 ベースのスケーラブル・アーキテクチャーの採用により、

拡張性と耐障害性を考慮した計画が可能になります。また、オ
ーバーレイ、マルチシャーシ・リンク・アグリゲーション、トネリ
ングなどのテクノロジーも導入し、レイヤー 3 トポロジー上で
複数のデータセンターにレイヤー 2 を拡張しています。

ネットワーク・テクノロジーは、より高速なものが登場するた
びに即座に採用しています。2015 年に 40GbE、2017 年に 
100GbE テクノロジーをデータセンターに導入開始し、ネット
ワークの需要に対応しています。データセンターの規模と新規
導入を考慮し、一貫した設計を維持するために、ゼロタッチの
プロビジョニングと自動化に力を入れています。0～1 日目の
自動化により、導入とサポートを促進することが狙いです。 

2015 年には、設計部門のデータセンターの 2 つの主要なア
ーキテクチャー変更により、インフラストラクチャーからのオー
バーサブスクリプションを減らし、シャーシベースのスイッチか
ら固定フォームファクターのスイッチに変更して、コスト効率と
アップグレードの効率を高めています。今後 3 年間で、コンピ
ューティング・サイドでオーバーサブスクリプションを 8：1 か
ら 6：1 に、ファイルサーバー・サイドで 8：1 から 3：1 に減らし
ます。同じく 3 年間で、設計部門のデータセンターの 70 パーセ
ントをモジュラー式の固定フォームファクター・スイッチに移行
する計画です。 

10/40/100GbE ポートの導入

201820172016201520142013201220112010
936 3,856 12,896 18,136

37,880

65,456

128,756

87,692

3,121

6,525
520

1,619

11,755

108,604

ポ
ー
ト
数

10 GbE 40GbE 100GbE

図 7. 10/40/100GbE のデータセンター・ファブリック・デザイ
ンにより現在の容量増加に対応。

市場の入手可能性

より高速なネットワーク・
テクノロジーが登場する
たびに即座に採用。

早期導入
0 .1GbE
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10,000
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10GbE ポート有効使用率

40

60

70%

50

図 8. 2010～2018 年でネットワーク・ポートの有効使用率を 
1.75 倍に拡大。
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設計環境のコンピューティングと 
ストレージを効率化

設計環境の最大の課題として、サーバーとストレージの急速な
拡大があげられます。過去 10 年間の処理能力の需要は、年間
平均約 34% 増加し、ストレージの需要は約 35% 増加してい
ます (図 9)。 

コア数は引き続き増加することが予想されます。データセンタ
ーのパフォーマンスの測定は、コア数、ラック数、消費電力のほ
か、システムごとの有意パフォーマンス指標 (MIPS) の要求へ
の対応状況をもとに行う計画です。

第 5 世代 HPC
インテル® マイクロプロセッサーの設計は、高い処理能力を必
要とします。テープアウトは半導体設計の最終段階で、要求さ
れる処理能力は、半導体プロセス・テクノロジーの世代ごとに
飛躍的に高まっています。インテル IT 部門は、この大規模の処
理に対応するため HPC を導入し、コンピューティング性能、信
頼性、コストにおいて大幅な改善を達成しました。 

図 10 のように、HPC ソリューションにより、テープアウトの処
理能力は 2005～2018 年の間に 236 倍に拡大しています。
現在は第 5 世代の HPC ソリューションを使用しており、イン
テル® プロセス・テクノロジーの進化とともに、新世代 HPC の
開発を継続する予定です。この図には品質への取り組みも示し
ています。工場と同じく統制された環境でデータセンターを運
営する変更管理のアプローチによって、テープアウトに影響す
る処理の問題を 1/80 に減らしています。

図 10. HPC ソリューションと統制された変更管理の組み合わ
せにより、処理能力と QoS が着実に向上。

インテル® テープアウト・コンピューティング・
メトリクス

HPC 登場前 HPC-1
45nm

HPC-2
32nm

HPC-3
22nm

HPC-4
14nm

HPC-5
10nm
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低
高 32.2

1.00x 3.95x 7.39x
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156.02x

236.80x

293.18x

3.8
5.4

3.82.9

1.30 1.60 1.03
0.50 0.50 0.400.200.51

テープアウトに影響する処理の問題 (1,000 マスクあたり、少ないほど高性能)
テープアウト処理能力 (1 日の CPU 時間、高いほど高性能)

236 倍 
増加した
処理能力

80 倍 
低減した
処理の問題

図 9. コンピューティングとストレージの需要が拡大する中、
設計環境のデータセンターは強力なインテル® テクノロジー
でこれに対応。2013 年に新しいサーバー・フォームファクター
に移行して台数は増大したものの、高密度のサーバーにより
ラックあたり 140～180 台を収容可能。2016 年に再度新し
く導入したフォームファクターの分離サーバーはラックあたり 
280 台を収容可能。
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 詳細:
ホワイトペーパー：Hyperscale HPC for Silicon 
Design (英語)

1 台の 6U ブレードシャーシに 14 台の分離サーバー  
(統合型ネットワーク・スイッチ内蔵)

https://connectedsocialmedia.com/14135/hyperscale-high-performance-computing-for-silicon-design/
https://connectedsocialmedia.com/14135/hyperscale-high-performance-computing-for-silicon-design/
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NUMA-Booster による設計スループットの向上
データセンター全体の最適化は、サーバー性能と施設の効率
性だけを意味するわけではありません。アプリケーションのパ
フォーマンスとワークロードの最適化も重要な要素です。イン
テルは NUMA-Booster と呼ばれるシステム・ソフトウェア機
能を開発しました。設計ワークロードに自動的かつ透過的に干
渉し、デフォルトの OS のスケジューリング機能よりも適切に
ワークロードのスケジューリングを実行します。この機能はす
べての 2 ソケットのバッチサーバーに実装されています。

システムを停止したりエンドユーザーへ影響を及ぼしたりする
ことなく、次の成果を達成しています。
• パフォーマンス：テストでは設計パフォーマンスが平均で 17 

パーセント改善しています (図 11)。
• データセンター・スペースと調達コストの節約：NUMA-

Booster を約 31,300 台のサーバーに導入したことで、需要
を満たすために必要な設置面積がサーバー 4,073 台分 (84 
基のラックに相当) 縮小されました。

• CO2 排出量の削減：この 4,073 台分で節約できる年間の消
費電力は約 1,462 万キロワット時で、およそ 10,339 メート
ルトンの CO2 に相当します。 

高速ローカル・データ・キャッシュ・ドライブとして 
インテル® SSD を使用することで設計スループットを
向上
インテル® の半導体チップ設計エンジニアにとっての課題は、
小型化が進む半導体チップにより多くの機能を搭載すること
で、設計が複雑化することです。設計が複雑化すると電子設計

自動化のワークロードが増大し、メモリーと処理能力の要件が
大幅に拡大します。通常、これらの要件に対応する構成のサー
バーで、最もコスト・パフォーマンスのよい形でワークロードを
実行します。

インテル IT 部門は、20,000 台を超えるサーバーに 40PB 以
上のインテル® SSD ストレージを導入し、高速のローカル・デ
ータ・キャッシュ・ドライブとすることで、ネットワーク・トラフィ
ックとストレージ需要を減らしてワークロードのパフォーマン
スを向上させています。

サーバーを最適化して拡大する処理能力の需要に対応
半導体設計の複雑さが増す中で継続的に市場投入までの時間
を短縮するために、インテル IT 部門は多数のシステム・オン・
チップ・プラットフォームと IP ブロックのハードウェア/ソフト
ウェアを並行して開発するグローバルなフレームワークを提
供しています。

データセンターでシングルソケット・サーバーと拡張性の高い
サーバー構成を組み合わせることで、製品設計とアーキテクチ
ャーの検証プロセスを 25～30 パーセント高速化しています。
世界の複数拠点で 228,000 を超えるサーバーの処理能力に
対応するグローバルなスケジューリング・メカニズムを活用す
ることで、インテルの設計ハブは、拡張性のある容量とともに
最適なメモリーと処理能力をより短期間で提供します。 

図 11.NUMA-Booster で設計環境の処理能力が 17 パーセント向上。インテル IT 部門による測定
インテル® Xeon® X5570 プロセッサー 2 基、72GB の DDR3-1333 RAM、900GB の 10K RPM SAS* ハードドライブ 1 基を搭載したシステム。Linux* 2.6 OS でインテル® 半導体設計シミュレーション・ワークロードを実行。  
インテル® Xeon® X5675 プロセッサー 2 基、96GB の DDR3-1333 RAM、900GB の 10K RPM SAS* ハードドライブ 1 基を搭載したシステム。Linux* 2.6 OS でインテル® 半導体設計シミュレーション・ワークロードを実行。  
インテル® Xeon® E5-2670 プロセッサー 2 基、128GB の DDR3-1333 RAM、900GB の 10K RPM SAS* ハードドライブ 1 基を搭載したシステム。Linux* 2.6 OS でインテル® 半導体設計シミュレーション・ワークロードを実行。  
インテル® Xeon® E5-2680 v2 プロセッサー 2 基、256GB の DDR3-1600 RAM、900GB の 10K RPM SAS* ハードドライブ 1 基を搭載したシステム。Linux* 2.6 OS でインテル® 半導体設計シミュレーション・ワークロードを実行。 
インテル® Xeon® E5-2680 v3 プロセッサー 2 基、256GB の DDR4-2133 RAM、900GB の 10K RPM SAS* ハードドライブ 1 基を搭載したシステム。Linux* 3.0 OS でインテル® 半導体設計シミュレーション・ワークロードを実行。 
インテル® Xeon® E5-2680 v4 プロセッサー 2 基、256GB の DDR4-2400 RAM、1.2TB の 10K RPM SAS* ハードドライブ 1 基を搭載したシステム。Linux* 3.0 OS でインテル® 半導体設計シミュレーション・ワークロードを実行。 
インテル® Xeon® Gold 6150 プロセッサー 2 基、768GB の DDR4-2666 RAM、1.2TB の 10K RPM SAS* ハードドライブ 2 基を搭載したシステム。Linux* 3.0 OS でインテル® 半導体設計シミュレーション・ワークロードを実行。

NUMA-Booster 使用
NUMA-Booster なし

インテル® Xeon® プロセッサー X5570

NUMA-Booster 使用
NUMA-Booster なし

インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 v2

NUMA-Booster 使用
NUMA-Booster なし

インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 v3 

NUMA-Booster 使用
NUMA-Booster なし

インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670

NUMA-Booster 使用
NUMA-Booster なし

インテル® Xeon® プロセッサー X5675

NUMA-Booster によるレジスター・トランスファー・ロジックのパフォーマンス
高いほど高性能
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NUMA-Booster 使用
NUMA-Booster なし

インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 v4

NUMA-Booster 使用
NUMA-Booster なし

インテル® Xeon® Gold 6150 プロセッサー

設計

17% 
NUMA-BOOSTER によ
るパフォーマンスの向上
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オフィス/エンタープライズ環境のコンピ
ューティングとストレージを効率化

設計環境と同じく、オフィス/エンタープライズ環境の処理能
力とストレージに対する需要も急速に拡大しています。それで
も図 12 のように、過去 3 年間で物理サーバーの数を維持し
ながらその需要に対応を続けています。2009～2017 年で、仮
想 OS インスタンスの数を約 19 倍増加できました。物理サー
バー 1 台あたりの平均の VM 密度も、サーバー・プラットフォ
ームの改良を受けて 2009 年の 11 台から 2017 年の 30 台
にまで増えています。2018 年には積極的な VM 再利用の戦
略を実施し、VM をおよそ 5,400 台減らしました。コスト・パフ
ォーマンスに優れた新しいワークロードを仮想プラットフォー
ムよりも安価な物理プラットフォームに導入した結果、物理サ
ーバー数が増えました。プロセスの改良と高度な自動化でさら
に節減を進め、現在はパフォーマンス・ベースの VM 導入を進
めています。

2010～2018 年の成果
戦略的なアプローチによって、複雑で拡大を続けるコンピュー
ティングのニーズに最適に対応するデータセンター・インフラ
ストラクチャーを提供しながら、コスト構造を転換することがで
きました。本文書で取り上げた革新的なデータセンター技術を
採用することで、ワークロードのホストにパブリック・クラウド・
インフラストラクチャーを使用した場合に比べ、ユニットコスト
を大幅に引き下げることに成功しています (図 13)。当社のワ
ークロードと高度なサーバー使用率を考慮すると、特にプライ
ベート・クラウドの投資を進めるのに適した状況と言えます。 

2010～2018 年の 9 年間で削減した設備投資と運用コスト
の総計は 28 億米ドルを超え、継続的なイノベーション・サイク
ルの推進に貢献しています。 

ユニットコストの節減
図 14 (16 ページ) からは、予算が比較的横ばいに推移する中
で、設計環境とオフィス/エンタープライズ環境ともにユニット
が増加し続けていることが分かります。この投資モデルにより、
両環境のユニットコストを 88 パーセント減らすことができま
した。

データセンター戦略を実施するまでは、設計環境の予算の 1/3 
以上を施設に費やしていましたが、インテルのビジネスを成功

図 12. 高度な仮想化とインテル® アーキテクチャーを組み合
わせることで、オフィス/エンタープライズ環境の拡大するコン
ピューティングとストレージの要件に対応しながら、仮想化ホ
ストサーバーの数を大幅に削減。
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設計
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図 13. サーバー、ストレージ、ネットワーク、運用コストなどの
ユニットコストを考慮すると、インテルのデータセンター・ワー
クロードのホストはパブリック・クラウド・サービスよりもプラ
イベート・クラウドの方が大幅にコストを抑えられる。
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「この投資モデルにより、両環境のユニッ
トコストを 88 パーセント減らすことがで

きました。」
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させる原動力であるサーバーは 1/4 以下でした。新しい投資
モデルではその比率が逆転し、施設にはわずか 16 パーセン
ト、サーバーには 40 パーセントほどの割合となっています。同
様の変革はオフィス/エンタープライズ環境にもみられ、多くの
成長を新しい分析とセキュリティー・ワークロードによって支え
ています。

ベストプラクティスのまとめ
過去 10 年にわたり、多くの戦略的投資とソリューション開発
を進めた結果、データセンターの効率性が向上し、インテルの
ビジネスニーズへの対応力を高めることができました。インテ
ルでは現在、この MOR アプローチをインフラストラクチャー・
スタック全体 (コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、
施設) に適用しています。17 ページの表 3 に、当社が開発した
ベストプラクティスと、それによって生み出されたビジネス価値
をまとめています。

設計環境の改善例
2010～2018 年に設計環境で達成した効率性の改善
とコスト節減の例をいくつか紹介します。

コンピューティング：インテル® IT 部門が設計
環境のデータセンターに導入した革新技術：

分離サーバー (更新コストを 44% 節約)、NUMA-
Booster ソリューション (17% のパフォーマンス向上)
、インテル® SSD (27% の容量拡大、コスト減)、高速サ
ーバー (35% のパフォーマンス向上)、1 日で本番環境
に展開できる効率的な調達など。

ストレージ：新しいテクノロジー機能の導入と使
用率の向上によって、設計環境のデータセンタ

ー・ストレージを効率化。

ネットワーク：設計環境のデータセンター・ネッ
トワークにマルチベンダー戦略を導入するとと

もに、旧型機器にかかる高額のメンテナンス費用を削
減。100GbE ネットワークの導入とともに、レーザー方
式よりもコスト面で有利なインテル® シリコン・フォト
ニクス技術に注力。

「現在この MOR アプローチをイン
フラストラクチャー・スタック全体に

適用しています。」
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図 14. この新しい戦略により、予算を増やすことなく需要の拡大とユニットコスト節減への対応が可能。新しい戦略とともに IT  
部門の支出の構成も大幅に変化している。
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i  参考：「Migrating Mission-Critical Environments to Intel® Architecture (英語)」 
ii  参考：「High-Performance Computing for Silicon Design (英語)」
iii 参考：「Implementing Cloud Storage Metrics to Improve IT Efficiency and  

Capacity Management (英語)」 
iv 参考：「Upgrading Data Center Network Architecture to 10 GbE (英語)」

表 3.インテル® IT データセンターのベスト・プラクティスとビジネス価値の例

ベスト・プラクティス ビジネス価値

 サーバー
分離サーバーの導入 • 新規調達 (破棄して交換) による更新よりも 44% 以上

の節約
• プロビジョニング時間 (IT 技術者の労力) を 77% 縮小
• 更新するサーバーの資材重量を 82% 軽量化

弾力的なコンピューティ
ング・サービスとテクノロ
ジーの導入

• オフィス/エンタープライズ環境のサーバーの大多数を
仮想化

• 90 日かかったサーバーのプロビジョニングが仮想化に
よりオンデマンドで可能に 

• Containers as a Service に対応
物理サーバーを 1 日で本
番環境に

• 納期のかかる品目のオーダーとラックの準備を事前に計
画してプロセスを強化することで、10 日要した本番環境
への導入を 1 日に短縮

すべての新規サーバーの
ローカルディスクにイン
テル® SSD を標準で搭載

• I/O 負荷の高いワークロードのパフォーマンス向上と、デ
ィスク故障率の低減が期待される

最新世代のインテル® 
Xeon® プロセッサーを
使用してサーバーを定
期更新

• 最大 60：1 の仮想化比率
• 設計環境のエネルギー消費を毎年 10% 縮小 (2008

～2013 年)
• スループットを約 17 倍に拡大 (2005～2018 年)

アプリケーションを RISC 
からインテル® アーキテ
クチャーに移行i

• 大幅なコスト削減と IT 効率性の向上
• 業界標準の OS とハードウェアのメリットを有効に活用

HPC の導入 • 第 5 世代 HPC は処理能力を 236 倍、安定性を 80 倍
向上

• 第 1 世代 HPC 自体は 4,472 万米ドルの節約 (現在の
正味価値)ii

ソフトウェア最適化によ
りサーバー・パフォーマン
スを向上

• 設計ジョブのスループットを最大 49% 向上
• さまざまな最適化技術 (分離サーバー、NUMA-

Booster、インテル® SSD による高速ローカル・データ・キ
ャッシュ、高周波数サーバー、プラットフォーム・ペアリン
グに最適化したワークロードなど)

 ネットワーク
10/40/100GbE に対応
したデータセンター LAN 
アーキテクチャーの更新iv

• データセンターのネットワーク帯域幅拡大 (3 年で 
400%) によりビジネスニーズへの応答性を高めて成長
に対応

• ネットワーク使用率を 40% から 70% に向上 (2010
～2018 年)

• マルチシャーシ・リンク・アグリゲーションとレイヤー 3 
プロトコルでスパニングツリーを排除

• ネットワーク・インターフェイス・カードと LAN ポートを
減らしてネットワークの複雑さを軽減

• 仮想化環境のネットワーク・コストを 18～25% 縮小
データセンター・ネットワ
ークを複数のサプライヤ
ーに開放

• 新しいネットワーク・テクノロジーにより 5 年間で 6,000 
万米ドル以上のコストを節約

インテル® シリコン・フォ
トニクス光トランシーバ
ーの導入

• 大規模な 100GbE 導入に向けて、インテル® シリコン・
フォトニクスを統合してポート 1 個あたりのコストを大
幅に縮小

ベスト・プラクティス ビジネス価値

 ストレージ
最新世代のインテル® 
Xeon® プロセッサーによ
りストレージを最新化

• 最新テクノロジーでストレージの容量、品質、スピード、
効率性を低コストで向上

• 旧システムの 2 倍以上の I/O スループット
• データセンターのストレージ・ハードウェアの設置面積を 

50% 以上縮小 (2011～2012 年)
• リソースの共有を強化して、バックアップ・インフラストラ

クチャーのコストを削減
• 階層型のバックアップ・ソリューションでバックアップの

コストを最適化、信頼性を向上
階層型モデルによる規模
に合わせたストレージ・ソ
リューションiii

• パフォーマンス、信頼性、容量、コストのビジネスニーズ
に応じたストレージリソースを提供

• ストレージコストの管理性を高めながら、必要なデータ
への容易なアクセスを実現

• スケールアウト型ストレージへの移行により、データ階
層化の複雑さを軽減

• 階層間のポリシーベースのデータ移行を自動化
古いデータが専有するデ
ィスクスペースを常時監
視して解放

• 100 万米ドルを超える設備投資のコストを節減 (2011 
年)

ストレージリソースのシ
ンプロビジョニングと重
複排除

• パフォーマンスに影響することなくコストを管理してリソ
ース使用率を向上 

• 設計環境のストレージの有効使用率を 2011 年の 46% 
から 70% 以上に向上

ストレージをオンデマン
ドで拡張して、ハイパフォ
ーマンスの共有スクラッ
チスペースを提供

• アクセス頻度の高い読み取り専用ストレージ領域のワー
クロード・スループットを向上

 施設
冷却効率の向上 • 18 カ月で約 1,600 万キロワット時を節約 (11,314 メ

ートルトンの CO2 排出量削減に相当)
階層型のアプローチによ
る冗長性、可用性、物理環
境の堅牢化

• データセンターの冗長性/可用性機能と、ビジネス要件の
マッチングを改善

• データセンター内の余分な配電システムを排除して、無
駄な電力消費を 7% 以上削減

モジュール設計による
データセンターの改修
と統合

• 旧式のウエハー製造プラントを高密度、高効率のデータ
センター・モジュールに改修して業界最高水準の PUE 
1.06 を達成

• フリーエア冷却と環境効率のよい蒸発冷却によりエネル
ギー効率を最大化

• 不要な箇所は発電機を設置せずに設備投資を大幅に
縮小

• 変化を続けるデータセンターのニーズに最小の労力とコ
ストで迅速に対応

インテル® IT データセンター戦略の 
ベスト・プラクティス

インテル® IT データセンター戦略の 
ベスト・プラクティス

https://www.intel.es/content/dam/doc/white-paper/intel-it-migrating-mission-critical-environments-to-intel-architecture-paper.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/24ed/e21927dc6398e30ea0ebf15daa5cc28b5e4c.pdf
https://www.intel.com/content/dam/doc/white-paper/intel-it-implementing-cloud-storage-metrics-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/doc/white-paper/intel-it-implementing-cloud-storage-metrics-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/best-practices/inte-it-data-center-efficiency-upgrading-data-center-network-architecture-to-10-gigabit-ethernet-practices.pdf
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2019 年以降の計画
インテルのデータセンター戦略は今後も進化し続けます。イン
テルは、現状と最良シナリオとのギャップを埋めるために、常に
努力を続けています。そのためにも、主な戦術に対して引き続
き MOR のアプローチを適用していく予定です。

• 革新的なサーバーの採用：超高密度、低消費電力の分離サー
バーノードにより、データセンターの面積と電力消費を縮小
してコンピューティングのニーズに応えます。 

• 標準ベースのストレージの導入：業界標準のハードウェアと
ソフトウェアによるスケールアップ/スケールアウト型ストレ
ージにより、最新のハードウェアのメリットを迅速に活かして
スループットを向上させます。戦略的な計画とストレージ保
護テクノロジーを利用し、バックアップと災害復旧に対応し
ながらバックアップのコストを抑えます。

• 施設の効率アップ：特定のデータセンターの室温を高めにす
るなどし、より新しい機器仕様を活用することで冷却要件の
縮小を図ります。

• ネットワークの効率化：引き続き LAN の使用率 75 パーセ
ントを目指し、俊敏性に優れた高密度なデータセンターの設
計をサポートするためのソフトウェア・デファインド・ネットワ
ークを追求します。適切かつコスト効果の高いところにイン
テル®・シリコン・フォトニクス光学技術とともに 100GbE を
導入し、ネットワーク容量の需要に対応します。 

• 運用効率の向上：データセンター内のテレメトリーを高めて
運用効率を高めます。 

まとめ
インテル IT 部門のビジネスサービスの品質、スピード、効率性
を高める継続的なイノベーションの基盤を作るために、この 10 
年間で確立された手法に基づきデータセンター戦略を改良し
てきました。新しいデータセンター戦略は、2010～2018年ま
でに 28 億米ドルを超える新たなビジネス価値を生み出して
います。データセンター変革戦略はインテル IT 部門が競争力
を維持するのに不可欠です。

主な成果は次のとおりです。
• 革新的な分離サーバー設計によって、別のサーバー・コンポ

ーネントを交換することなく CPU やメモリーだけを更新す
ることができます。その結果、データセンターのイノベーショ
ンが加速し、新規調達と比べて 44 パーセント以上のコスト
を節約しました。この TCO 削減とともに、分離サーバーの刷
新は大幅な TCE 削減を可能にしました (CPU 部品のアップ
グレードにより、新しいサーバーの資材重量を 82 パーセン
ト軽量化)。

• 1 日で新規物理サーバーを本番環境に展開するデータセン
ター・ハブ：

• NUMA-Booster と呼ばれるシステム・ソフトウェア機能の
開発により、使用可能なサーバー能力を拡大しながら大幅な
コスト削減を実現しました。

• 40PB を超えるインテル® SSD を高速のローカル・データ・キ
ャッシュ・ドライブとして導入し、ネットワーク・トラフィックと
ストレージ需要を減らしてワークロードのパフォーマンスを
向上させました。

• 設計コンピューティング環境では、5 世代にわたる HPC に
より、処理能力が 236 倍、品質は 80 倍向上しました。

• 重複排除や圧縮などの新しいストレージ機能を導入し、スト
レージ更新を迅速化しながら、使用率の向上に力を入れまし
た。不要なデータを排除し、ポリシーベースの階層を実装する
ことによってストレージの有効容量をさらに拡大しています。

• 導入した 10GbE ネットワーク・ポートは 128,756 以
上、40GbE は 11,755、100GbE は 1,619 に上ります。

「データセンターの変革戦略はインテ
ル IT 部門が競争力を維持するために

不可欠です。」

大大大大大大大大大大
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パフォーマンス・テストに使用されるソフトウェアとワークロードは、パフォーマンスがインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark* や 
MobileMark* などの性能テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。これらの要因のいずれかが変更される
と、結果が異なることがあります。製品の購入を検討される場合は、ほかの製品と組み合わせた場合の本製品のパフォーマンスなど、ほかの情報やパフォーマンス・テストも参考に
して、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。
構成：システム構成、SSD 構成、実施されたパフォーマンス・テストについては、このホワイトペーパーの本文で詳しく説明しています。さらに詳しい情報については、intel.com/
performance(英語) を参照してください。
インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。実際の性能は
システム構成によって異なります。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、intel.com を参照してください。
インテル® プロセッサー・ナンバーはパフォーマンスの指標ではありません。プロセッサー・ナンバーは同一プロセッサー・ファミリー内の製品の機能を区別します。異なるプロセッ
サー・ファミリー間の機能の区別には用いません。詳細については、「インテル® のプロセッサー・ナンバーとは」を参照してください。
本書に記載されている情報は一般的なものであり、具体的なガイダンスではありません。推奨事項 (潜在的なコスト削減など) はインテルの経験に基づくものであり、概算にすぎ
ません。インテルは、他社でも同様の結果が得られることを一切保証いたしません。 
本資料に掲載されている情報は、インテルの製品およびサービスの概要説明を目的としたものです。本資料は、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずに
かかわらず、いかなる知的財産権のライセンスを許諾するためのものではありません。製品およびサービスに付属の売買契約書『Intel's Terms and 
Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任を負うものではなく、またインテルの製品およびサービスの販売や使
用に関する明示または黙示の保証 (特定目的への適合性、商品適格性、あらゆる特許権、著作権、その他知的財産権の非侵害性への保証を含む) に
関してもいかなる責任も負いません。
Intel、インテル、Intelロゴ、Xeonは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。 
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 
Copyright  2019 Intel Corporation.無断での引用、転載を禁じます。 0919/WWES/KC/PDF

これらの成果は、工場のように統制のとれた変更管理を行い、画期
的なテクノロジー、ソリューション、プロセスを導入したデータセン
ター運営によって達成されたものです。データセンター戦略におけ
る変革のポイントは次のとおりです。

• 3 つの主要 KPI に注力：次のメトリクスによりデータセンターの
変革の成否を評価します。限られた予算で (コスト競争力の維持)、
増大する顧客の需要を満たし (SLA/QoS)、インフラストラクチャ
ー資産の使用率を最適に伸ばす (資産効率性)。

• 投資モデルを変更して大胆なイノベーションを推進：現状の能力
を「達成可能な最良のモデル」と比較することで、イノベーションへ
の取り組みを推進し、段階的な変化よりも速いペースでインフラ
ストラクチャーを変革します。

• 新しいユニットコストの財務モデル：インフラストラクチャーがサ
ポートするビジネス機能に基づき、より正確にデータセンターの 
TCO を評価できます。このモデルはサービス・アウトプット 1 ユ
ニットあたりのコストを測定します。これにより、投資内容を比較
してそれぞれのビジネス部門の条件を考慮しながら判断ができる
ので、ROI とビジネス価値を最大限に高めることができます。

インテルIT部門のベスト・プラクティスの詳細につい 
ては、intel.com/ITを参照してください。

IT@Intel
企業の IT プロフェッショナルとインテル IT 部門をつなぎ
ます。インテル IT 部門は、非常にハードルの高い複雑なテ
クノロジー課題に日々取り組んでいます。そして、そこから
得られた教訓をオープンなフォーラム形式で世界中の IT 
部門の方と共有したいと考えています。

インテルの目標はただ 1 つ、企業全体の効率性を上げ、IT 
への投資のビジネス価値を向上させることです。 

各種 SNS やコミュニティーでインテルをフォローしてく
ださい。
• Twitter*
• #IntelIT

• LinkedIn*
• IT ピア・ネットワーク

詳細については、intel.com/IT をご覧いただくか、インテ
ルまでお問い合わせください。 

インテル IT 部門の 
MOR 戦術

施設の
効率アップ

革新的な
サーバー技術

の採用

階層型ストレ
ージの導入

ネットワークの
効率化

運用効率
の改善

略語
DOME 設計/オフィス/製造/エンタープライズ
EDA-MIPS 電子設計自動化 (Electronic Design 

Automation) MIPS
HPC ハイパフォーマンス・コンピューティング
KPI 主要業績評価指標
MIPS 有意パフォーマンス指数 
MOR レコードのモデル
NIC ネットワーク・インターフェイス・カード
NUMA Non-Uniform Memory Access
PUE 電力使用効率
QoS サービス品質
ROI 投資収益率
SLA サービスレベル・アグリーメント
TCE 環境総コスト
TCO 総保有コスト
VM 仮想マシン
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http://intel.com/IT.
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https://www.linkedin.com/showcase/intel-business/
https://itpeernetwork.intel.com/
http://www.intel.com/IT

